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草加市

２億４５万３０１２円
昨年の被害額を、すでに約１億4000万円上回っています。
「自分は大丈夫！」という人ほど被害に遭っています。

最近の手口
　・�百貨店店員や警察官などを名乗り、キャッシュカードと暗証番
号を手に入れる。

　・コンビニなどでギフト券等を購入させ、その番号を手に入れる。
どうしたら防げる？
　・普段から、家族や親族などと連絡を取り合うようにしましょう。
　・�一人暮らしの人は、留守番電話に設定するだけでも効果がありま
す。

それでも不安なときは警察へ連絡しましょう。
草加警察署　０４８−９４３−０１１０（代）

実録!!　振込め詐欺  被害額　50万円！
　被害者の70代女性（草加市在住）の方から、詐欺発覚までのやり
取りを取材しました。

　１ 警察と日銀を名乗る電話
　　�　警察署員を名乗る男から「デパートのカードが悪用されてい
る」と電話が入り、その後間もなく、日銀職員を名乗る別の男
からキャッシュカードの利用を停止したという電話が入った。

　２ キャッシュカードを手渡してしまった。
　　�　数日後、「古いカードを預かりたい。近くにいる日銀職員が伺
うので、今から言う内容の委任状も一緒に渡して欲しい。」と電
話が入る。しばらくして、日銀職員を名乗る男が受け取りに来
たので、キャッシュカードと委任状が入った封筒を手渡した。

　３ 詐欺被害に気付く
　　�　被害女性は、定期預金のことも気になったので警察へ電話し
たところ、そのような署員はいないと言われ、詐欺であること
に気付いた。警察署員が被害者宅へ急行し、預貯金口座の停止
手続きを取ったが、すでに５０万円が引き出されていた。

　�　被害女性によると、「電
話の男性がとても親身に
話してくれたので、信用
してしまった。被害に遭
ったと気付いても、どこ
か他人事のようだった」
とのこと。

　詐欺の手口は巧妙化する
一方です。
　あなたの心のスキマに、
そっと入りこんできます。突然のお金の話には十分な注意を！

特殊詐欺被害額
（平成29年11月19日現在）

募金受付場所：埼玉県共同募金会草加市支会（草加市社会福祉協議会事務局内）※８ページに案内図があります。

今号のそうか社協だよりは、地域歳末たすけあい募金の配分金で発行しています。

平成29年度

地域歳末たすけあい
募金運動にご協力
お願いします！

　12月１日から、「地域歳末たすけあい
募金運動」が始まりました。
　この募金は、支援を必要とする人たち
が、地域で安心して暮らすことができる
よう様々な事業に活用しています。

　地域歳末ひとり暮らし高年者世帯等大掃除事業や地域歳末たすけあい募金慰問金事業、ふれあい・いきいきサロン
事業、ふれあい会食などに活用しています。

増え続ける特殊詐欺被害 草加市が県内ワーストワン
百貨店店員や警察官を名乗るケースも

気がつけば多額の振込み！！あなたの財産が狙われている！

犯人に作らされた委任状

みなさんからの募金は…
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◆地区社会福祉協議会前会長
・（故）牛山　守久

◆地区社会福祉協議会前副会長
・横山　正三

◆地区社会福祉協議会前役員
・篠宮　源太・小貫キミ子・庄司　惠一
・樋口　育子・米川　嘉則

◆町会長・自治会長
　地区社会福祉協議会役員
・廣間　　功・土田　　弘・小山　泰男

◆民生委員・児童委員
・石毛　一海・荒島まさ子

◆保護司
・登坂　幸子・木村　博行・中村　久夫
・藤波　　徹・鈴木　眞治・眞田　宏子
・加越　正浩

◆町会長・自治会長�
・山川　　仁・山内　直勝

◆更生保護女性会役員
・水之江　恒子・鈴木　由美子

◆すこやかクラブ役員
・古賀　健一郎・豊田　竹二

◆地区社会福祉協議会役員
・矢代美千子・浅井　琴次・藤波　洋子
・吉田　　茂・中里　泰子・葊瀨　泰則
・加藤　雅子・古卿美紀子・小林　義昭
・関　　豊子・清田　幸子・杉田八千代
・内田　光子・濵　　弘子・入江　弘子
・丹羽　義昭・小池　哲彦・吉岡　律子
・天間　春雄・川㟢　靜子・菅野　葷平
・石井　保隆・渡辺　文江・市川佐規子
・山縣　　堯・鈴木ふじみ

◆ボランティア
・中村　すみ・佐藤ふつ子・山野井宏一
・金㟢登美江・玉井　善夫・井波　秀吉
・橋本　昌明・正城　数恵・金坂千恵子

◆高年者介護者
・田口　規矩子

◆共同募金運動協力団体
・草加市民生委員・児童委員協議会
・草加市町会連合会
・ボランティア草加連絡協議会
・草加地区更生保護女性会
・草加市商店連合事業協同組合
・草加市ボーイスカウト連絡協議会
・草加市ガールスカウト連絡協議会
・草加市スポーツ少年団
・埼玉県立草加南高等学校
・草加市立栄中学校

◆多額寄附者(個人・企業・団体)
・浅井　まり子
・君嶋　栄・よしの
・チャリティ歌と踊りの祭典�実行委員会
・埼玉県電気工事工業組合�草加支部
・弐丁目婦人会
・草加中央ボランティアクラブ
・埼玉東部ヤクルト販売株式会社
・三蔵商事株式会社　草加健康センター
・草加・八潮遊技業組合

　草加市の福祉を支えてくださった皆様の功績を称えるため、

10月17日にアコスホールにおいて表彰式を開催しました。

　本年度は、81名（団体、企業を含む）の皆様を表彰させて

いただきました。（敬称略・順不同）

～受彰おめでとうございます～

全国社会福祉大会
○全国社会福祉協議会会長表彰
（民生委員・児童委員功労）
・清田　幸子・長堀　　学

埼玉県社会福祉大会
○埼玉県社会福祉大会県知事表彰
（ボランティア（個人））
・福澤　タケ・糸井ヤス子・細川　京子�
・盛田すみ子・大久保柳子・椎塚　吉枝�
・中村　千種・長塩　輝子・村田　正江
・五十嵐美智子

○埼玉県社会福祉大会会長表彰
（民生委員）
・小林　義昭・市川佐規子
（ボランティア（個人））
・真野　むめ・山上　紀子・高橋エイ子
・飯塚　節子・安井　明美・古上ミヤ子
・草間ツネ子・丸野　典子・堀内　豊子
・永田　スイ

全国民生委員児童委員連合会会長表彰
○永年勤続民生委員・児童委員表彰
・市川佐規子・髙橋　和子・根津　久子
・川㟢　靜子・天間　春雄・山田　広子
・本多　惠子・阿部　富江・石関　貞子

・加藤　武治・菅谷富美子・関根　玲子
・中村　和子・濵野　勝美・田川　　功
・葊瀨　泰則・加藤　雅子・小林　義昭
・伊藤　　剛・青羽富美子・古卿美紀子
・中里　泰子・曽根　昭子・小西　夏江
・江間喜代美・金子喜代子・吉田美由紀
・山﨑　恵子・村松　治子・屋代眞佐枝
・入江　弘子・濵　　弘子・渡辺　文江
・藤波　芳子・城野美智子・髙橋みよ子
・長谷川幸子・橘　　悦子・長堀　芳枝
・鈴木　三利・天野　達雄・丹下　和子
・河村登喜夫・浅井　壽雄

平成29年度　民生委員制度創設100周年記念
埼玉県民生委員・児童委員大会
○民生委員及び児童委員県知事功労章
・天野　達雄

○優良民生委員・児童委員協議会表彰
・草加中央地区民生委員・児童委員協議会

○�永年勤続単位民生委員・児童委員協議会
会長表彰
・渡邉　幸司・川上　　登

○永年勤続民生委員・児童委員特別感謝
・長堀　　学・平井　律子・清田　幸子
・木村　夏子・増田　蔦子・川上　　登
・寳槻　栄子・渡邉　幸司

各種大会等で受彰等された方

　10月17日（火）、福祉講演会において、公
認会計士・税理士で落語家の石倉英樹氏が、
身近だけど分かりにくい「相続」について講
演しました。
　相続は、財産が多くても少なくても揉める
ので、一番の対策は財産を使い切ってしまう
こと。など、ユーモアを交え、相続対策の実
例をいくつも紹介してくれました。
　最後に、認知症になった場合の財産管理に
ついてを創作落語でおもしろく話し、会場の
笑いを誘っていました。

相続問題を会計士落語家が笑いに変える

有効な対策は「使い切ることが一番」

表彰状の部 感謝状の部

市内には、福祉活動で
地域を支える方々がいます！

福祉講演会

講師　石倉　英樹 氏（公認会計士・税理士・落語家）
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　谷塚西部地区社協フェスティバルは、毎年１１月３日（文
化の日）に谷塚西部地区社協が主催する一大イベントです。
　今年度も、子どもから高年者まで、地域のみなさんが大勢
参加しました。

　１００年前、大正６年に岡山県で誕生した済世顧問制度は、
民生委員・児童委員制度と名を変え、現在も続いています。
　草加市民生委員・児童委員協議会では、制度創設１００周
年を記念し、民生委員活動を市民の皆様により身近に感じて
いただけるよう、活動をまとめたパネルを作成しました。貸
出しもしていますので、お気軽にご連絡ください。

　草加市すこやかクラブ連合会には、５８のクラブが登録し
ています。各クラブでは、趣向を凝らした活動をしています。

など
　（取組みは、各クラブによって異なります。）

すこやかクラブに加入して、よかったことは？

健康マージャン

ウォーキング

グラウンドゴルフ

芸術活動

カラオケ

健康体操

　そのほかにも、連合会では健康講座や運動会などを開催して
います。
　すこやかクラブで、楽しいひとときを過ごしませんか。６０
歳以上の方なら入会できますので、興味を持たれた方は問い合
わせください。
　みなさんのご入会をお待ちしております。

　谷塚西部地区社協では、このような活動が、今まで交流がな
かった近所の人同士の顔を合わせる良い機会をつくり、地域の
困りごとを地域で支え合い、助け合うことにつながっていくと
期待して活動しています。

※�地区社協は、市内１２地区に設置されている、町会・自治会、
民生委員・児童委員などを中心とする住民組織です。

～地域交流は世代を超えて～
｢谷塚西部地区社協フェスティバル｣ 

民生委員制度創設100周年
草加市民児協は記念パネルを作成

会員を募集しています！
草加市すこやかクラブ連合会

「介護ってなあに」親子で相談中

福祉体験「やさしい心を育みます」

子どもたちに人気 スーパーボールすくい

毎年長蛇の列 もち販売

　１１月１５日（水）、アコスホールで第３７回金婚式を開催し
ました。
　お祝いのアトラクションでは、講談師　神田鯉栄さんによる勢い
のある講談、その後にはルミ幼稚園園児による合奏や合唱が披露さ
れ、会場内は大きな笑い声やあたたかい拍手で包まれました。
　式典後には、ケーキカットをして記念撮影をする夫婦も多く、
思い出となるひとときを楽しく過ごしていました。

第37回金婚式を開催
夫婦で交わす50年分の「ありがとう」

参加者を代表してケーキカット（小林様夫妻） お祝いの言葉を送る園児たち

会場を盛り上げる歯切れの良い講談

干渉されない居心地の良さがある。
　色々な行事に参加できることが一番か
な。いくつかのクラブと一緒に、であいの
森へ行って、カラオケをやるんだ。
　誰も聞いてないけど、互いに干渉しない
居心地の良さがある。みんな、自己満足で
楽しんでいるよ。

このページに関する問合せは、地域福祉課まで　電話 048-932-6770

草加市社協が進める地域福祉活動など
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No.57

　11月12日（日）、「福祉まつり in 草加」が開催されました。
　会場となったアコスホールやカーソン広場では、たくさんの人がス
テージや模擬店に訪れ、イベントの盛り上がりに花を添えていました。

講師　髙木　真理子 氏　　
 （一般社団法人スマイルウォーキング

倶楽部代表理事）

ボランティア活動に参加したい。でもどうしたら・・・
ボランティア活動に興味がある方への入り口となる講座です。
お気軽にご参加ください。

【対象者】　・市内在住でボランティア活動に興味がある方
　　　　　・ボランティア活動の初歩を学びたい方

【日　時】　平成３０年２月１３日（火）午後２時～午後４時
【会　場】　草加市中央公民館　第２講座室
【テーマ】　ボランティア自分に何かできること
　　　　　～始めなければ始まらない～

【受講料】　無料
【講　師】　文教大学　准教授　二

に の み や

宮　雅
ま さ や

也　氏
【定　員】　３５人（定員になり次第締切り）

【日　時】　平成３０年３月１４日（水）午後２時～午後４時
【会　場】　草加市中央図書館、多目的ホール
【テーマ】　今日から使えるチラシ作成術
【受講料】　無料
【講　師】　さいたまNPOセンター理事　大

だ い く ば ら

工原　潤
じゅん

　氏
【定　員】　８０人（定員になり次第締切り）
※両方の参加も可能です。

地域のボランティア活動発表会行います。ボランティアはどん
なことができるのか、何をすればよいのか、詳しいお話を聴く
ことができます。
あなたの経験やスキルが活かせるはず。ぜひご参加ください。

【対象者】　市内在住でボランティア活動に興味がある方
【日　時】　平成３０年３月６日（火）午前１０時～午後０時３０分
　　　　　※ 発表会終了後、ランチ会を予定しています。参加される方

は、昼食をお持ちください。
【会　場】　高砂コミュニティセンター集会室
【テーマ】　見つけよう！自分に合った活動、素敵なボランティア
【受講料】　無　料
【講　師】　ＮＰＯ法人すぎとＳＯＨＯクラブ副理事長　
　　　　　豊

と よ し ま

島　亮
りょうすけ

介　氏
【定　員】　８０人（定員になり次第締切り）

　やきそば、すいとん、
パン、甘酒などの模擬店

が出店されました。
　どこのお店も賑わっていて、スタッフの
いらっしゃいませの掛け声と来場者の元気
な声が入りまじり、まつりを一気に盛り上
げました。

　元パリコレモデルの髙木真理子さんは、抜群のスタイルで格好よく登
場されました。一般社団法人スマイルウォーキングクラブより依頼を受け、
８年前から障がいがある子どもにウォーキングを教えているとのこと。
　子どもたちがウォーキングに取り組むことで、姿勢がよくなり、服やメ
イクも美しくなり、本人の自信にもつながる。１人でも多くの子どもたちに、
これからの人生においてチャレンジすることの好奇心と、自分でもでき
るんだという気持ちを大切にしてほしいとの講演がありました。
　講演のほかに、華麗なファッションショーも催されました。華やかな
衣装に身を包んだ子どもたち
のとびっきりの笑顔と、プロ
顔負けのウォーキングに会場
は魅了され、歓声がわき、大
いに盛り上がりました。併せ
て、ドラム演奏や作文発表も
あり、心温まる講演会となり
ました。

　車いす体験や、手話・点字な
どのスタンプラリーも好評で、

体験者には、抽選くじによる素敵な景品も用
意され、福祉に触れる良い機会となりました。
　なお、景品は、イトーヨーカ堂草加店、草加
マルイ、ぺんてる株式会社草加工場から提供し
ていただきました。

　おもちゃ、絵本、折り紙、
けん玉、積木、こまなどの子
ども遊びコーナーは、親子連
れでいっぱいになりました。特に今年は、大
学生のお兄さん、お姉さんにもボランティア
として協力をいただき、たくさんの子どもた
ちとふれあいました。

平成29年度　ボランティア入門講座 平成２９年度　ボランティア活動発表会募集

「元パリコレモデルが目指す
ノーマライゼーション社会の実現」

世代を超えて昔遊びに夢中です。 子ども
遊び

　　　みんな笑顔で福祉体験スタンプ
ラリー

活気ある掛け声がまつりを盛り上げる模擬店

Ａコース

Bコース

※両講座とも、申込開始日は平成２９年１２月１日（金）からです。

地域福祉課　ボランティア担当　　電話　０４８－９３２－６７７２

申込み・問合せ

講 演 会

第24回  福祉まつりin草加  好評のうちに終了
ご来場、ありがとうございました！

「自信と好奇心を大切に」と話す髙木氏
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　誰でもが、気軽に自由に参加できる仲間づくりの場がふれあい・いきいきサロンです。市内で活動しているサロンを紹介します。
問合せ　地域福祉課　電話０４８－９３２－６７７０

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　平成２７年５月より、誰でも気軽に集まれる場として「サロ
ンひかり」を始めました。
　サロンでは、お手玉やトランプなどの指先を使う遊びや、脳
トレ・ラジオ体操を取り入れたり、みんなでお茶を飲みながら
おしゃべりをして交流を深めています。９月にはお楽しみ会を
行い、早口言葉やコーラスで気持ちよく声を出したり、輪投げ
やビンゴゲームで盛り上がったり、とても楽しい時間を共有し
ました。
　サロンに興味のある方や、仲間を作りたいという方がいらっ
しゃいましたら、ぜひ気軽に遊びに来てください。お待ちして
います。

　みんなが気軽に集まり楽しく交流する場として、平成２８年
１１月より開催しています。
　毎回１５人くらいの方が参加され、みなさんから１回１００
円をいただき、おいしいコーヒーと手作りのケーキをご用意し
ています。ちょうどお昼の時間と重なるため、昼食を持って来て、
みんなと一緒に食べることもできます。
　「普段は誰とも話さないから、少しおしゃべりがしたいな」と
いう方も、「家に一人でいても退屈だし、ちょっとサロンをのぞ
いてみようかな」という方も大歓迎です。ぜひ一度、見に来て
ください。お待ちしています。

サロンひかり おしゃべりサロン ふささらさいさい
●代表　小

こ じ ま

島　　久
ひさし

　●活動場所　そうか光生園
●活動日時　毎月第４月曜日　午後１時３０分～３時３０分

●代表　髙
たかはし

橋　洋
よ う こ

子　●活動場所　谷塚南町会会館
●活動日時　毎月第３木曜日　午前１１時３０分～午後２時３０分

点訳本新刊のお知らせ
次のとおり、新刊ができました。目の不自由な方へは声のお知らせ事業でお知らせします。

○点訳した本のリスト

　草加点字サークルでは、上記以外にも目の不自由な方に、
点訳した本の貸出しをしています。

　貸出しを希望される方はボランティアセンターまで

交通遺児基金援護給付金
のお知らせ

　本会では、交通事故で親を失った
０歳から２０歳までの遺児の世帯に、
慰問金を給付しています（給付を受
けるためには、申請が必要です）
給付内容
①慰問金
　遺児１人当たり　５，０００円（年１回）
②準備金
　遺児１人当たり１０，０００円（小・中学校入学時）
　遺児１人当たり２０，０００円（中学校卒業時）
※�なお、申請の際は、交通事故証明書、戸籍謄本等
が必要になります。

　詳しい内容については、ボランティアセンターま
でお問い合わせください。

作品名 著　者

『寝たきりだけど社長やっています』 佐
さ と う
藤　仙

ひ さ む
務

『座布団１枚！』 　桂
かつら
　　歌

うたまる
丸　

『隅っこの四季』 出
で く ね
久根　達

たつろう
郎

『自分を愛する力』 乙
おとたけ
武　洋

ひろただ
匡

１　おもちゃのひろば　とことこ
日　　時　毎月第２・第４火曜日　
　　　　　午後１時～午後３時３０分
会　　場　草加市立吉町集会所（和室）
応募条件　�子ども好きであること（未経験でも

大丈夫です。年齢・性別問いません。）
内　　容　�おもちゃ遊びの見守り、お母さんた

ちの情報交換や子育て相談を行いま
す。

２　越谷レイクタウン献血ルーム
活動内容　献血への協力の呼びかけ
活動場所　越谷レイクタウン　mori １階　花の広場付近
活動日時　日～土曜日、午前１０時～午後５時の間で可能な時間（相談に応じます。）
応募条件　特にありません。
※ボランティア保険に未加入の方は、加入していただきます。
　（保険加入料は献血ルームで負担。詳しくはお問い合わせください。）
連絡先　越谷レイクタウン献血ルーム　０４８－９８７－３７３７
　　　　担当　おおまる・くらた
ホームページ　　http://www.saitama.bc.jrc.or.jp/
Facebook　　　https://www.facebook.com/saitama.bc.jrc

～楽しんで、できることから一歩ずつ～

ボランティアの募集

問合せ・申込み　ボランティアセンター　電話 048-932-6772
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　あんしんサポートねっとは、日常生活の判断にお困りの方
のための事業です。
　たとえば・・・こんな困りごとはありませんか？

①�福祉サービスの利用を自分で判断して
利用することができない ➡ ①福祉サービス利用援助

②�郵便物の理解ができず、必要な手続を
行えない ➡ ②日常生活の手続援助

③�支払いや、銀行での手続を一人で行え
ない ➡ ③日常的金銭管理

④�家に定期預金や実印を置いておくのが
不安 ➡ ④�書類等預かりサービス（必要に応じて）

➡�定期的に生活支援員を派遣して、①～③のお手伝いをします。④は、
貸金庫で重要な書類をお預かりするサービスです。事業の詳しい内
容を知りたい方や利用の希望がある方は、ご相談ください。

☆�本会では、事業を利用しやすくするため、共同募金の配分金で独自
の助成事業を実施しています☆

例）通帳を預かって月に１回１時間支援した場合
　・生活保護を受給している方は、全ての料金が免除されます。

料金種類 利用料金
基本料

（通帳預かり又は代理支援）
1回800円

（代行・同行支援で通帳預かりが
ない場合は、400円）

➡ 草加市社協が助成

時間利用料
（毎回の支援で基本料に追加） 1時間800円　以降、30分ごとに400円

書類等預かりサービス（必要な方のみ）
料金種類 利用料金

年間基本料 2,000円 ➡ 草加市社協が助成
月々の利用料 500円

草加市役所

草加市役所
第二庁舎

郵便局

JA

西友

マルイ

草
　加
　駅

東
口

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

埼玉りそな
銀行イトーヨーカドー

コチラ
⬇

そうか成年後見サポートセンター
問い合わせ　電話 ０４８−９３２−６７８８（直通）

まるごとサポートSOKA
草加市高砂１−７−36 ＮＴＴビル
電話０４８−９２２−０１８５

給付金の対象外となってしまったBさん
　“自分でなんとかなる”と、貯蓄で生活していました。
就職が決まらず、家賃が払えなくなりました。離職か
ら２年以内が対象と知っていれば…

給付金で自立に結びついたAさん
　家賃だけでも支払いが減って、助かりま
した。残ったお金を生活費にまわして、就
職活動ができています。

・�離職等で経済的に困窮し、住まいを失った、または、その恐れのある
６５歳未満の方
・離職（２年以内）の証明や通帳のコピーなどの提出書類があります。
・�給付を受けると、まるサポとの面接相談、求職活動（ハローワークの
職業相談、求人先への応募・面接）が必要になります。
・�対象となると、原則３か月まで、家賃相当額を市から不動産業者等に
支払います。

福祉サービス利用援助事業

あんしんサポートねっと 　住居確保給付金は、家賃相当額の給付と就労支援により、離職等で経済的
にお困りの方を支援する事業です。
　預貯金・収入等の条件や支給の内容が複雑なため、詳細はご相談ください。

生活支援体制整備事業の取り組み

地域の子どもたちを応援するよ

松江こども塾

考えているだけじゃ何も始まらない！

料理教室「うまいんかい？」誕生

　「この地域に、子どもの居場所を作りたい」「子育
てをしているお父さんやお母さんを応援したい」と
いう、地域の人たちの熱い思いから、今年８月より
『松江こども塾』が始まりました。
　毎週火曜日の午後４時から６時まで、民生委員や
元教師のボランティアの方たちが、無料で小学生に
勉強を教えています。
　大人も子どもも一緒になって楽しく遊ぶ休み時間
も、松江こども塾の魅力の１つです。

　８月30日に第１回目の料理教室を開催しました。
　「一人だとおっくうだったり、さみしかったりするけ
ど、簡単なメニューなどを教え合える料理教室が地域
にあったら…」そんな会話から始まった、高年者のた
めの健康料理教室です。

支えあいから始まった活動を紹介します

「この活動が、支えあいの活動に関心を持つ
きっかけとなればいいと思います」と話す加
藤さん（左）

この活動は「ふれあい・支えあいを考える会」から始まりました。考える会では、地域において自分たちでできる支えあいについて取り組んでいま
す。ご興味のある方は、地域福祉課までお問い合わせください。　　　　　　地域福祉課　電話　０４８－９３２－６７７０

教えてもらいながら、真剣に勉強中

楽しいおしゃべりと、
そこに集う仲間がいることが、
なによりも大事です。

メインのハンバーグにサラダと煮物
おいしそうな手作り料理が

できました。

ご存知ですか？住居確保給付金

まるサポの相談は、早めの相談が解決
のカギとなります。相談は恥ずかしい
ことではありません。気軽にご相談く
ださい。

問合せ
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かいごのかわら版

　気温が低くなる12月から1月にかけて毎年ヒートショックに関連した高年者の入浴事故
が急増します。健康に自信がある方でも起こる危険性があるため、正しい対策を知り、ヒ
ートショックから身を守りましょう。

　ヒートショックとは、温度の急激な変化で血圧が上下
に大きく変動することで起こる健康被害のことを言いま
す。失神、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞を起こし、最悪の
場合は命にかかわることもあります。

　冬場の家の中は温か
いリビングと、寒い廊
下や脱衣所・浴室、ト
イレなどは温度差が大
きく、ヒートショック
を起こす要因となって
います。特に体全体が
露出する入浴時に注意
が必要です。

次の持病がある方は、血圧の変化に気をつけることが必
要です。

寒い季節は入浴に注意！
　　　　ヒートショック対策！！

ヒートショックとは？

室内の温度差に注意！

注意すべき人の特徴

・高血圧　・糖尿病　・脂質異常症　・心臓病
・その他の生活習慣病

安全に入浴するための６つのポイント

BEER
酒

食事直後や
飲酒時の入浴は
控える

脱衣所を
暖房器具で
温める

浴槽のお湯の
温度は41度以下に

夕食前や日没前に
入浴する

浴室は、シャワーでお湯を
張ったり、浴槽のふたをと
ったりして、暖める

家族の見守りや声かけ、
銭湯や日帰り温泉を
活用する

体位変換

背部

尾骨部

褥
じょく

瘡
そ う

（床
と こ

ずれ）の重症化は命の危険も　―原因を知って、正しく予防―
　褥瘡（床ずれ）とは、長期間の寝たきりや座りきりによって、皮ふの同じところが圧迫され、血行障害を起こし栄養や酸素が
行き渡らず壊死してしまうことをいいます。
　骨の突出部に、強い力が短時間加わっただけでもできてしまうことがあります。

最後に

介 護 講 習ON社 協 だ よ り 第１９回

　適切にケアすることで褥瘡を防ぐことができます。しかし、
褥瘡が進行してしまうと、浸出液が出て細菌感染の恐れがあ
ります。
　医師や看護師に相談しましょう。

➡

➡
・栄養状態が悪い
・やせている
・むくみがある
・意識の低下
・手足の関節が硬い

全身の状況

➡・おむつ等によるムレ
・皮ふの汚れ、乾燥
・ シーツや服のしわ、

体位移動時のこすれ

皮ふの状況

①�原因はなに？ ③�予防するには

②�褥瘡ができやすい部位

自分で寝返りができず、長時間同じ部分が圧迫される。直接の原因
福祉器具の使用

褥瘡が発生
スキンケア

側臥位 仰臥位

座位

摩擦防止
（しわを無くす）栄養摂取

体位変換パッド

外果部 膝関節部
大転子部

肘部 肩峰部 耳介部 後頭部肩甲骨部肘部踵骨部 仙骨部脇骨部

体位変換器

スライドシート

暖かい部屋 寒い脱衣所 浴室も寒い 熱めの浴槽内
血圧安定 血管が縮んで

血圧上昇
血圧が

さらに上昇
血管が広がり

血圧低下

血圧値
150

140

130

120

110

100

90
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資　格　�高等学校以上卒業した方で、
介護福祉士又は訪問介護員
２級以上、介護職員初任者
研修課程を修了した方

年　齢　６０歳まで
日　給　９，８００円～
　　　　�賞与、社会保険、雇用保険、

労災保険、福利厚生を完備

資　格　�介護福祉士、訪問介護員２
級以上、介護職員初任者研
修課程修了者又は同行援護
従事者養成研修修了者

年　齢　６５歳まで
時　給　身体介護　１，４００円
　　　　生活援助　１，１００円
　　　　�（処遇改善費１００円を含

む。夜間・早朝・休日割増
あり）

❶嘱託職員 ❷登録ヘルパー

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

●ふれあい福祉相談

一般相談（電話・来所）

毎週　金曜日�午前10時〜午後３時
電話　048－932－6789

法律相談（３日前までに予約のうえ来所）

毎月　第３金曜日�午後１時30分〜３時30分
電話　048－932－6789

●ボランティア相談（電話・来所）

毎週　月曜日〜金曜日�午前８時30分〜午後５時15分
電話　048－932－6772

●手話通訳に関する相談（FAX・電話・来所）

毎週　月曜日〜金曜日�午前８時30分〜午後５時15分
FAX　048－932－6781　��電話　048－932－6770

●介護保険に関する相談（電話・来所）

毎週　月曜日〜金曜日�午前８時30分〜午後５時15分
電話　048－932－6773

●高年者に関する総合相談（電話・来所）（松原・栄町・松江圏域）

毎週　月曜日〜土曜日�午前８時30分〜午後５時15分
電話　048－932－6775（松原・草加東部地域包括支援センター）

●あんしんサポートねっと相談（電話・来所）

毎週　月曜日〜金曜日�午前８時30分〜午後５時15分
電話　048－932－6788

●成年後見制度に関する相談（電話・来所）

毎週　月曜日〜金曜日�午前８時30分〜午後５時15分
電話　048－932－6788

●生活困窮等に関する自立相談支援窓口（電話・来所）（市役所内）

毎週　月曜日〜金曜日　午前９時〜午後４時
電話　048－922－0185

●税務・経営に関する相談（前日正午までに予約のうえ来所）

毎月　第２木曜日（祝日の場合は、第３木曜日）午後１時30分〜４時30分
連絡先　関東信越税理士会川口支部
電話　048－263－0781　� �FAX　048－261－2626
E-mail：kawazei0781@gmail.com

相談場所

草加市社会福祉協議会（草加市松江一丁目１番32号）

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

社会福祉協議会 案内図

社協に寄せられた皆様の善意
平成２９年９月６日～ 11月20日

　皆様からのあたたかいご寄付をありがとうございます。今後とも、本会の事業
運営にご理解、ご協力をよろしくお願いします。

氏名・名称 寄付金額
草加落語会 13,000
旭町団地自治会 8,735
草加ダイヤモンド交通　株式会社 10,835
株式会社　小山建設 50,000
第９回埼玉県空手道交流大会 50,000
谷塚民謡民舞会 30,328
草加ミニシアターを楽しむ会 27,584
椛島　幸夫 10,000 
草加市腎臓病患者友の会 5,000

氏名・名称 寄付金額
金子泰一先生７０周年記念リサイタル 30,000
創立20周年 歌とおどりのもみじまつり 紫音の会 28,236
明治神宮崇敬会 草加支部 3,855
森村房雄・カヨ子 50,000
匿名5件 46,900

合　　　　　計 364,473 

氏名・名称 寄付物品

匿名
タオル等23本
はがき35枚【申込み・問合せ】介護課介護サービス担当　電話 ０４８－９３２－６７７７

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 『年末年始における

　　　手話通訳依頼について』
　12 月 29 日（金）から１月３日（水）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳が必要にな
った時は次の方法でお申込みください。

緊急で手話通訳を依頼したい時

FAX番号 ０４８－９９７－４１１９（消防局）
<どんなとき>
　例）「緊急で病院へ行きたい！でも、救急車は不要」⇒手話通訳者のみの依頼
　★他の生活全般に関わる内容でも緊急の場合には対応します。
<依頼方法>
　・�住所、氏名、FAX番号、内容、時間、行き先、待ち合わせ時間、待ち合わせ場所を書
いてFAXしてください。

　⇒手話通訳者が依頼場所（病院・自宅等）へ向かいます。
　★�事前に手話通訳が必要と分かっている場合は12月28日（木）午後５時15分までに社協�
FAX：０４８－９３２－６７８１またはメール：shuwa@soka-shakyo.jpへお申し込み
ください。

救急車・消防車を呼びたい時（119番通報）
FAX番号 １１９（消防局）
<依頼方法>
　・住所、氏名、ＦＡＸ番号、状況などを書いてFAXしてください。
　※手話通訳が必要な場合は「手話通訳者必要」と書いてください。

<注意事項>
★�社協・市障がい福祉課・消防局には専用のFAX用紙（FAX１１９用紙）が設置してあります。ただし、上記に
提示した内容を明記してあれば、これ以外の用紙でも構いません。
★�ご不明な点がありましたら、手話通訳者派遣事業担当までお問い合わせください。
　FAX０４８－９３２－６７８１

（敬称略　単位：円）

次号の「そうか社協だより」（第154号）は平成30年３月発行予定です。

健康缶詰レシピ手軽に
おいしい
　市民のみなさん向けに、本会の訪問介護員が調理実習を行
います。
　缶詰を利用した栄養バランスがとれたレシピなので、介護
食はもちろん、少しのアレンジで普段の食事にもぴったりで
す。あなたのレパートリーに加えてみませんか。

　１１月８日～９日にかけて、さいしん福祉財団主催の
介護者リフレッシュ旅行があり、総勢４０人（草加市から
１６人）が参加し、福島で日ごろの疲れを癒し、明日から
の活力を養いました。
　初日には、参加者同士が介護について語り合う場が用意
され、介護中の経験談や困りごとなどを、思い思いに話し
ていました。
　参加者の皆さんは、「月一回くらい会ってまた話したい」

「今日はゆっくり眠れた」「いろいろな介護を経験している
方がいると知った」など、介護の経験や思いを共有し合っ
て、充実した時間を過ごすことができたようです。

福島へリフレッシュ旅行　介護者同士で思いを語らう
「介護にも、ときには気分転換が必要です」

日　　時　平成３０年２月１９日（月）
　　　　　午前１０時～午後１時
会　　場　谷塚文化センター
費　　用　５００円（食材費として）
募集人数　１５人（定員になり次第締切り）

ただの缶詰料理が、健康的で
おいしいごちそうに大変身！

市民向け介護食調理実習

年末年始のお知らせ
　草加市社会福祉協議会は、１２月２９日
から１月３日まで業務が休みとなります。
　業務開始は１月４日からとなりますので、
ご了承ください。

苗塚町会さんま祭りが
赤い羽根共同募金に協力

　苗塚町会さんま祭りで行われた「赤い羽根共同募金」に、９万６０３０円
の募金が集まりました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

訪問介護員募集中！


